
まえがき＝近年の数値解析技術おび計算機能力の著しい
発展に伴い，CFD（Computational Fluid Dynamics：数
値流体力学）が産業界においても積極的に利用されるよ
うになって久しい。還元鉄プロセスにおいてもCFDは，
設計・開発の場面で欠かすことのできない重要なツール
として位置づけられている。
　当社は，回転炉床炉（RHF：Rotary Hearth Furnace，図
1）を用いた石炭ベースの還元鉄プロセス FASTMET �， 
FASTMELT �，および ITmk3 �の開発を進めてきた。本
稿では，これらのプロセス開発のなかでCFDモデルが
果たした役割について報告する。

1．FASTMET/FASTMELT/ITmk3 法の概要

　FASTMET法とは，粉鉱石や製鉄所ダストなどの酸化
鉄含有原料と，石炭などの炭素含有原料を事前混合・塊
成化し，RHF内に静置して 1,300℃以上の高温で還元処
理を行うプロセスである。さらに，電気エネルギーや炭
材の燃焼エネルギーを用いた溶解炉を設置し，溶銑まで

を一貫して製造するプロセスを FASTMELT 法と称す
る。
　ITmk3法では，RHF内で還元鉄をさらに高温状態で溶
融して粒鉄とスラグに分離する。図2に各プロセスの概
要を示す。
　RHFにおける CFDの活用については既報 2）で詳述し
ているため本稿では簡単な紹介にとどめ，溶解炉および
ガス冷却塔（図 2の中で破線で囲った装置）でのCFD
活用について次章以降で詳述する。

2．RHF 設計におけるCFDの活用

　現在当社が保有している石炭ベースの還元鉄製造プロ
セスの特徴は，RHFを還元炉として用いて炭材内装塊成
物を RHF内で急速加熱することにある。還元速度は非
常に大きく，8～16 分で炉内の還元反応は終了する。図
3にRHF内で生ずる反応を模式的に示す。炉内に装入さ
れた塊成物（ペレットあるいはブリケット）は，加熱さ
れることによって，内装する炭素源による還元反応を生
じる。加熱源にバーナを用いるが，還元に伴って炉内に
放出されるCOガスなどの可燃性ガスを有効利用するた
めに燃焼用空気（以下，二次燃焼空気という）を吹込み
燃料原単位の低減を図っている。
　ここで，炉内の可燃性ガスを効率良く燃焼させるため
には操業時の炉内ガス分布を把握し，二次燃焼空気ノズ
ルを適正に配置することが重要である。これまでも，現
実的に可能な手法でガス分布データをサンプリング採取
しているが，これだけでは炉内全域を推定することは困
難である。
　この問題に対して当社では，RHF内の熱流動現象を
対象とするCFD解析を行っている。これによって二次
空気ノズル配置などの検討を進め，RHF設計の最適化
に反映している。図 4は RHF炉内温度の解析結果を示
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図 1  加古川パイロットプラントの回転炉床炉外観 1）

������  Outside view of RHF at Kakogawa FASTMET pilot plant 1)



したものである。炉の両側壁に設置されたバーナおよび
二次空気ノズルから吹込まれる燃料ガスや燃焼空気によ
って炉内の可燃性ガスを効率良く燃焼させた後，図右上
の排気ダクトより排気している。また，図 5には炉内の
ガス流れ（流速ベクトル）解析結果を示す。
　これらの解析結果を通じて，二次空気ノズルやバーナ
の配置，ガス流れの最適化を行っている。また，実プラ
ントにおいてもサンプリングを実施し，CFDモデルのブ
ラッシュアップを図っている。
2．1　オフテイクエリアにおけるCFD

　当社の RHFプロセスでは，図 3で示したように，還元
に伴って発生する可燃分に二次燃焼空気を吹込み，RHF
出口での可燃分を極力低減することによって燃費を低減
することが望ましい。
　従来，RHFのオフテイク（排気）エリアはフラットな
形状としていたが，さらなる燃費改善を目的として，オ
フテイクエリアに二次燃焼室を設け，二次空気ノズルの
配置を変更した形状の検討を行った。
　解析結果の一例として，従来形状および改良後の形状
におけるCO濃度分布をそれぞれ図 6（a），（b）に示す。
改良後では，形状の変更と二次空気ノズル位置の最適化
によって炉出口までの青色（濃度が低い）部分が多くな
っており，CO燃焼が促進されていることがわかる。

　CFDによる解析の結果，燃焼促進効果によって燃焼効
率が 1割以上向上し，未燃分がほぼなくなることがわか
った。燃焼促進により，炉床入熱量が増加して燃料原単
位が低減できると判断し，実機設計に反映した。
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図 3  RHF 炉内反応の模式図 2）

������  Schematic diagram of reactions in RHF 2）
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図 2  FASTMET/FASTMELT/ITmk3 法の概要 1）

������  Schematic flow of FASTMET/FASTMELT/ITmk3 process 1）

図 4  CFD 解析による RHF 炉内温度分布
������  Temperature distribution in RHF by CFD analysis

図 5  CFD解析によるRHF炉内ガス流速ベクトル分布
������  Velocity distribution of gas flow in RHF by CFD analysis



3．石炭メルタにおけるCFDモデリング

　当社では，2003 年から 2007 年にかけて進められた経
済産業省の補助事業「回転炉床炉による有用金属回収技
術の開発」において，石炭を用いた鉄浴式溶解炉（以下，
石炭メルタという）によるDRI（Direct Reduced Iron）
溶解技術の開発を行い，安定的に溶解する技術を確立し
た。あわせて，実炉の解析と将来のスケールアップ技術
のためにCFDモデルの開発を行った。図 7に石炭メル
タの外観を示す。
　図 8に示すように石炭メルタでは，溶湯に酸素を吹付
けることによって溶湯中の炭素分を燃焼させ，DRI 溶解
などに必要な熱量を供給している。浴底部から不活性ガ
スを吹込んで溶湯を攪拌し，溶解速度の向上を図ってい
る。このように，炉内はガス相と溶湯相の 2相からなっ
ているが，両者の界面に働く作用を考慮しつつ，それぞ
れの相を個別にモデル化することによってよりシンプル
で堅牢なモデルを構築することができた。以下にその内
容を詳述する。

3．1　ガス相のモデリング

3．1．1　生成CO量

　ガス相のモデリングにおいて，ガス相から溶湯相に供
給される酸素によって溶湯界面から発生するCOガスが
ガス相のモデルに大きく影響を与える。そのため，溶湯
から発生するCOの量を正確に予測することが重要であ
る。
　生成するCO量は界面積に比例するものと考えられ
る。一方，酸素ランスからの酸素ジェットが溶湯に衝突
する点（火点）では，溶湯面形状は衝突噴流の影響を受
けて複雑な界面形状を有するため，この火点周辺の面積
を正確に予測することは困難であった。そこで，今回の
モデリングにおいては，以下の仮定を設けることによっ
て界面積の予測を行った。
　すなわち，界面形状は衝突する酸素ジェットの運動量
に対して正の相関があると仮定し，式（1）とした。
　　（実界面積）＝
　　　α・（見かけ界面積）・（せん断力）［m2］  …………（1）
ここで，（見かけ界面積）は図 9（a）に示したように，
衝突噴流と溶湯の間に何らかの方法で定義される静的な
界面の面積であり，（せん断力）はその静的な界面と衝突
噴流の間に生じるせん断力である。
　一方，上述したように，発生するCO量は実界面積に
比例すると考えられるため，
　　（生成CO量）＝β・（実界面積）［kg/s］  …………（2）
となり，式（2）に式（1）を代入して，生成CO量を式
（3）で求めた。
　　（生成CO量）＝
　　　γ・（せん断力）・（見かけ界面積）［kg/s］  ………（3）
ここでγは比例定数［kg/s/N/m2］である。
3．1．2　界面形状

　生成CO量は，図 9（b）のような動的界面を用いず式
（3）で求めることとしたが，ここで問題となるのが静的
界面形状を定める方法である。従来，転炉火点形状を求
める式として，実験式 3）や半理論式 4）が提案されている
が，いずれも深さや直径によって表現される 2次曲面で
ある。しかし，流体力学的観点から，衝突噴流が 2次曲
面に沿って流れるとは考えにくく，これらの形状を用い
た場合，流れが界面からはく離することによってせん断
力を誤って評価する恐れがある。
　そこで，本解析ではダイナミックメッシュ（計算過程
で動的に計算格子を移動させる計算手法）を採用した。
すなわち，図10に示すように，気液界面における衝突噴
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図 8  石炭メルタ概念図
������  Schematic diagram of coal employed melting furnace
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図 7  加古川パイロットプラントの石炭メルタ外観
������  Outside view of coal base DRI melter at Kakogawa pilot plant

図 9  溶湯界面形状
������  Shapes of interface between gas phase and liquid phase

(a) apparent interface (b) actual interface



流圧 Ps－P0と溶湯の静水圧ρgh（ρは溶湯密度，gは重
力加速度）が釣合うように，界面形状を動的に変更する
手法である。本手法による界面形状および実験式 3）によ
る 2次曲面形状をそれぞれ図11（a），（b）に示す。ダイ
ナミックメッシュを用いた場合にはくぼみが浅くなった
が，COわき出しに関係する面積は広くなり，形状も流
れに対して滑らかになったといえる。これまでの経験式
を用いる方法ではくぼみを溶湯上のどの位置に配置する
かが問題であったが，ダイナミックメッシュによる方法
ではガス相流れに対して溶湯の凹みが適正な位置に配置
されることから，このような問題は発生しないという利
点がある。
　図12にこれらの形状を用いて計算した衝突噴流の計
算結果の一例を示す。（b）の 2次曲面形状では衝突噴流
が界面に沿って流れておらず，外縁部でのみ凹面と接触
しているため，せん断力もその部分だけで高くなってい

る。一方，（a）のダイナミックメッシュで設定した形状
では，流線が界面形状に沿ってスムーズに流れており，
せん断力も滑らかに変化していることから，現実に近い
モデルとなったと考える。
3．1．3　燃焼モデル

　酸素ランスを用いる石炭メルタでは，火点近傍温度が
3,000℃に達し，ガスの熱かい離を無視することができな
い。しかし，反応モデルとして一般的に用いられるいわ
ゆるアレニウス型モデルや渦消散モデルを用いる場合，
熱かい離によって生じるラジカルなどの中間生成物を考
慮した上で，それらの反応経路をすべて指定する必要が
ある。本手法では，反応モデルとして混合分率を用いた
PDF（Probability Density Function：確率密度関数）燃焼
モデルを採用した。本手法では混合分率とエンタルピー
を保存量として用い，局所的な温度・濃度を混合分率と
エンタルピーで定まる関数から一義的に求めることがで
きる。これによって煩雑な反応計算を短縮することがで
き，実用的な計算が可能となった。
3．1．4　従来実験との比較検証

　開発したCFDモデルの妥当性を検証するため，当社
が保有する試験用500kg小形転炉によるDRI溶解実験に
おける二次燃焼率との比較を行った。DRI 溶解実験の実
験条件を表 1に示す。
　また，上吹き酸素流量と二次燃焼率の関係を比較した
結果を図13に，ランス高さと二次燃焼率の関係を比較し
た結果を図14に示す。上吹き酸素流量の減少や，ランス
高さの上昇，いわゆるソフトブローといわれる状況下で
二次燃焼率が上昇する傾向が本モデルで良く再現でき
た。なお，式（3）中の比例定数γの値は 1.5 を用いた。
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図12  界面形状による流線・せん断力の違い
������  Effects of shape of interface on streamlines and shear stress
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図13  DRI 溶解実験におけるランスガス量と二次燃焼率の関係 7）

������ Relationship between lance gas flow rate and post combustion 
ratio 7）
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3．1．5　パイロットプラント石炭メルタとの比較

　次に「回転炉床炉による有用金属回収技術の開発」に
おいて開発したパイロットプラント石炭メルタを本モデ
ルによって解析し，操業結果との比較を行った。パイロ
ットプラント石炭メルタは，上吹き酸素流量が
500Nm3/h，ランス高さが 500mm程度で操業しており，
試験用小形転炉からのスケールアップ比率は 5.5 ～ 8 倍
であった。
　計算結果の一例として，図15に炉内の温度分布を，
図16にガス流速ベクトルを示す。火点近傍の温度は
3,000℃ に達しており，ランスから噴出する上吹き酸素
によって周囲ガスが巻込まれて火点に衝突していること
が見て取れる。
　本解析モデルによる二次燃焼率と実操業での二次燃焼
率の比較結果を図 17に示す。実操業では，操業範囲に
ばらつきがあるため，二次燃焼率を図中の網掛部で示し
た。式（3）中の比例定数γとして，小形転炉でのDRI
溶解試験解析時に採用した値 1.5 を用いたところ，本解
析モデルは実操業結果を良く再現できた。
　以上より，本解析モデルはスケールアップ検討のガス
相モデルとして十分な性能を有していることが確認で
き，今後の商業化における有用な設計ツールとしての活
用が期待できる。

3．2　溶湯相のモデリング

　溶湯相においては，底吹きガスによる撹拌力と，上吹
きガスによるせん断力が駆動力となっている。上吹きガ
スのせん断力はガス相モデルより求めることができる
が，底吹きガスによる撹拌には別のモデリングが必要と
なる。
　底吹きノズルから吹込まれたガスは気泡となって溶湯
内を上昇する。本解析モデルでは，気泡のモデル化手法
として離散粒子モデルを用いた。気泡一つ一つを粒子と
して扱い，それぞれの運動方程式を解くことによって軌
跡を算出した。底吹きノズルを出るときの初期気泡径お
よび気泡数は実験式 6）より，また上昇に伴う気泡径の成
長は静水圧より求めた。一方の溶湯相には粒子浮力の反
力を駆動力として与えた。
　底吹き撹拌モデルを検証するため，井口らによる水モ
デル実験 7）結果との比較を行った。水で満たされた円筒
容器の底面中央に設けたφ＝2mmの底吹きノズルから
80cm3/s で空気を吹込んだ際の水の軸方向流速および半
径方向流速を比較した結果をそれぞれ図18，図19に示
す。軸方向流速，半径方向流速のいずれについても，実
験結果と計算結果はよく一致していることから，本解析
モデルは妥当であることが確認できた。
　本解析モデルによる石炭メルタの解析の一例として，
図20に速度ベクトルおよび速度コンターを示す。A断
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図15  温度分布解析結果
������  Analysis results of temperature distribution
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図14  DRI 溶解実験におけるランス高さと二次燃焼率の関係 7）

������  Relationship between lance height and post combustion ratio7）
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図16  ガス流速ベクトル解析結果
������  Analysis results of gas flow
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図17  二次燃焼率比較結果 5）
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面は炉の中心を通る断面であり，C断面は A断面に平行
な周辺近傍の断面，B断面は両断面の中間近傍に位置
し，底吹きノズルを通る断面である。底吹きノズルが位
置するA断面およびB断面では底吹きガスによる上昇流
が見られる。また A断面では比較的流速が早いが，B断
面，C断面では低流速域が見られ，停滞域の発生が懸念
される。
　これらはあくまでも解析結果の一例であるが，本解析
モデルによって底吹きガスの影響を考慮したモデルが構
築でき，溶湯相の設計が可能になったと考える。

4．ガス冷却塔のモデリング

　FASTMET/FASTMELT/ITmk3プロセスにおけるガス
冷却塔の最適化においてもCFDプロセス解析が活用さ
れている。ガス冷却塔は従来，図21（a）に示す形状のも
のが採用されていた。ガスは冷却塔下部から導入され，
上部から排出される。その際，入口ダクトの影響による
偏流を防ぐとともに，ガス冷却などの体積を最大限活用
し，スプレー水の蒸発性能を向上させるため，ガス入口
部はサイクロン形状としていた。しかし実操業におい
て，旋回強度が高すぎるためにガス中に含まれるダスト
がスプレー水によって壁面近傍に付着・堆積し，清掃頻
度が高くなるという問題があった。
　このため，ガス冷却塔の設計に当たっては，スプレー
水の蒸発性能を維持し，かつガスを一様に冷却できるよ
う配慮しながら，旋回強度に影響を与える入口ダクトの
形状や開口面積などを設計することが重要である。ま
た，ダスト付着を検討する上で，ダストやスプレー水滴
（蒸発を考慮）の軌跡を解析することが不可欠であった
ため，それぞれを離散要素化した数値解析モデルの開発
が必要となった。
　そこで，ガス冷却塔を対象にしたCFD解析モデルを
開発し，冷却能力を維持しつつダスト付着が防止できる
適正な入口ダクト形状やスプレー配置を設計した。開発
した冷却塔は，図21（b）および図22に示すように，冷
却塔の周囲 4カ所からガスが導入されるが，その際に開
口面積を不均一にすることで，弱い旋回を与えている。
解析結果の一例として，スプレー水の軌跡および温度分
布を図23に示す。冷却性能は炉出口近傍における温度
のばらつきで評価した。ダストの処理については，図 22
中の角度θ1とθ2の比を変えることによって旋回強度を
変化させ，集塵性能，冷却性能などを評価した。図24に
計算に用いたθ1/θ2と集塵性能評価結果を示す。集塵性
能とは炉壁にトラップされる粒子の割合であり，10μm
粒子がトラップされる割合とした。θ1/θ2が 1.6 の時に
集塵性能が最も優れ，また冷却能力としても温度ばらつ
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図18  軸方向流速の半径方向分布
������  Radial distributions of axial velocity

50�

40�

30�

20�

10�

0�

－10
1086420

Radius  (cm)

Ax
ia
l v
el
oc
ity
  (
cm
/s
)

z＝7.5(exp.)�
z＝17.5(exp.)�
z＝27.5(exp.)�
z＝7.5(cal.)�
z＝17.5(cal.)�
z＝27.5(cal.)

z：axial distance�
　  from nozzle

図21  ガス冷却塔の改良
������  Renovation of gas cooling tower
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図19  軸方向流速の半径方向分布
������  Radial distributions of radial velocity
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図20  溶湯相モデルによる解析例
������  Results of liquid phase model analysis
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きを最も小さくできることがわかった。ただし，この結
果は操業条件の影響を受けるため，最適旋回強度は個々
のプラントごとに評価する必要がある。
　このように，CFDを活用することによって，集塵性
能・冷却性能を維持しつつ，メンテナンス性に優れたガ
ス冷却塔をプラント操業条件ごとに最適化し，設計に反
映させることが可能となった。

むすび＝当社新鉄源分野におけるCFD解析の活用例の
一端を紹介した。今後の数値解析技術や計算機能力の進
化に伴い，CFD解析は設計の重要なツールとしてさら
なる活用が期待されている。
　しかしその一方で，解析結果を活用するためには実デ
ータによる裏付けが重要であると考えている。このため
当社では，小形試験，パイロットプラント，商業プラン
トなどにおける各種データを収集し，解析結果へのフィ
ードバックを通じて設計ツールとしてのCFD解析をさ
らに活用していく方針である。
　なお，本稿では，経済産業省補助事業である「回転炉
床炉による有用金属回収技術の開発」を通じて進めた技
術開発の成果にも触れた。ここに謝意を表す。
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図22  ガス導入口模式図
������  Schematic diagram of gas inlets
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図24  冷却塔の性能評価
������  Diagnostics of gas cooling tower
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